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町の人口（1月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入ほか……25人（うち出生　3人）

転出ほか……25人（うち死亡　9人）
12月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （1月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,834人 増減 0人 
男 3,872人 減 5人
女 3,962人 増 5人

世帯数 4,447世帯 減 5世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,075 1,810 1,858 3,668
大賀郷 1,482 1,283 1,308 2,591
樫　立 303 269 263 532
中之郷 380 348 366 714
末　吉 207 162 167 329

図書館からのお知らせ／八丈島民大学講座▶▶16
はちじょうトピックス　ほか▶▶17
お知らせ掲示板▶▶18-22

参加しませんか？募集しています！▶▶22-23

水道だより／し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ　ほか▶▶13
環境だより／郷土料理教室　ほか▶▶14
教育委員会だより／行政相談▶▶15

目 次
平成 28 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表▶▶02-07

税のお知らせ▶▶08
軽自動車税の税率が引き上げられます▶▶09
2 月の航路ダイヤ／国保だより　ほか▶▶10
国民年金／東京法務局　特設登記所開設▶▶11
子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健　ほか▶▶12

第３５回

八丈島パブリックロードレース

参加者は745人！（内島外参加者496人！！）
姉妹都市のマウイ郡からも参加いただきま
した。

９月にはマウイ島でもマラソン大会が開催
されるとのことです。
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税のお知らせ

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ
納期限および口座振替日
２月１日（月）　　
 町都民税　４期（最終納期）
 国民健康保険税　７期
２月 29 日（月）　
 固定資産税　４期（最終納期）
 国民健康保険税　８期（最終納期）
※納期を過ぎた町税は早めに納付してください。

税金の納付は口座振替で
　町税などの納付については、口座振替（自動
払込）が便利です。ご希望の際は、町内の金融
機関・町役場・各出張所に備えてある口座振替
依頼書に記入し、申し込みください。

電子申告をご利用ください
□八丈町で利用できる電子申告の手続き
　○給報支払報告書
　○固定資産税　 償却資産申告
　○法人市町村民税申告
□利用手続きについてはホームページ
http://www.eltax.jp/ をご利用ください。

ご確認ください
　償却資産申告書および給与支払報告書は２月
１日 ( 月 ) までに税務課に提出しなければなり
ません。まだ提出されていない事業者の方は至
急提出してください。

　税理士や税務署の職員が、下記の日程で皆さんの相談に無料で応じます。税務署から申告書が郵
送されてきた方、土地や建物を売却した方、株による収入がある方、台風などによる災害がある方は、
この機会をご利用ください。また、相続税・贈与税の申告については八丈町役場では対応していま
せんので、ご質問のある方は必ずこの期間にご来場ください。

期　　間 会　　　　場 時　　間
２月 17 日（水）

八丈町多目的ホール「おじゃれ」
午前 10 時～午後４時

２月 18 日（木） 午前　９時～午後４時
２月 19 日（金） 午前　９時～午後３時
３月　２日（水）

八丈町民ギャラリー（町役場１階）
午前 10 時～午後４時

３月　３日（木） 午前　９時～午後３時

※各日とも正午から午後１時の間を除きます。

ご存知ですか？国税申告と納付の期限
　所得税などの国税は、申告の締め切りが納期となっています。
　下記を確認のうえ納め忘れの無いよう、ご注意ください。

税 　 　 目 平 成 27 年 分 の 申 告 書 提 出 の
期 限 と 税 金 納 付 の 期 限

振 替 納 税 を 利 用
し た 場 合 の 振 替 日

所 得 税 平成 28 年３月１5 日 ( 火 ) まで ４月 20 日（水）

贈 与 税 平成 28 年３月１5 日 ( 火 ) まで

個人の消費税
 ・地方消費税 平成 28 年３月 31 日 ( 木 ) まで ４月 25 日（月）

※確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp/) をご覧ください。

芝税務署・東京税理士会による出張申告相談
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軽自動車税の税率が引き上げられます
■問い合わせ■　税務課課税係　電話 2―1122

　税制改正により、軽自動車税と小型の普通自動車税との間の見直し､ グリーン化を進める観点などから、
軽自動車税の標準税額の引き上げが行われました。八丈町においても、この改正を踏まえた町税条例の改
正により、軽自動車税の税率を引き上げます。

（1）原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など
　以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成 28 年度分の軽自
動車税から適用されます。

車　種 改正前 改正後

原動機付自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円

50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円

90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円

ミニカ－（三輪以上で 20cc 超 50cc 以下） 2,500 円 3,700 円

軽二輪　（125cc 超～ 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円

二輪の小型車　（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

小型特殊自動車

農耕作業用 1,600 円 2,400 円

その他 4,700 円 5,900 円

専ら雪上を走行するもの 2,400 円 3,600 円

（2）四輪の軽自動車など
　税率引き上げの対象となるのは、「平成 27 年 4 月 1 日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両およ
び「初めて車両番号の指定を受けた月から起算して 13 年を超える車両」です。

車　種

改正前 改正後

平成 26 年度
まで

平成 27 年度から 平成 28 年度から

平成 27 年 3 月 31 日
以前に初めて車両番号の
指定を受けた車両

平成 27 年 4 月 1 日以
後に初めて車両番号の指
定を受けた車両

初めて車両番号の指定を
受けてから 13 年を経過
した車両

三輪（660cc 以下） 3,100 円 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪乗用
（660cc 以下）

営業用 5,500 円 5,500 円 6,900 円 8,200 円

自家用 7,200 円 7,200 円 10,800 円 12,900 円

四輪貨物用
（660cc 以下）

営業用 3,000 円 3,000 円 3,800 円 4,500 円

自家用 4,000 円 4,000 円 5,000 円 6,000 円

・初めて車両番号の指定を受けた時期とは、自動車検査証の「初度検査月日」を指します。
・自動車検査証の様式が変更された平成 15 年 10 月 14 日前に最初の新規検査を受けた車両については、
初度検査の「月」の把握ができないことから、最初の新規検査を受けた年の 12 月を初度検査の月とします。
　ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノ－ル・混合メタノ－ル・ガソリンハイブリッドおよび被
けん引車は除きます。詳しくは、八丈町ホームペ－ジをご覧ください。

軽自動車税の税率が引き上げられます
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広報はちじょう2 月の航路ダイヤ／国保だより　ほか

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2―1123

◎ジェネリック医薬品（後発医薬品）の差額通知
　八丈町では、東京都国民健康保険団体連合会への委託により、「ジェネリック医薬品（後発医薬品）に
関する差額通知」を該当する方に通知します。ジェネリック医薬品とは、国が新薬（先発医薬品）と同等
と認めた安価な薬で、最初に作られた薬（先発医薬品）の特許終了後に、有効成分、用法、効能・効果が
同じ医薬品と厚生労働省の認可を受け製造・販売された薬です。
　この通知は、服用されている新薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の差額をお知ら
せするものですので参考にしてください。
　なお、ジェネリック薬品は、処方を受けた病院や薬局により取扱いが異なります。詳しくは、ハガキに
記載されたコールセンターへ問い合わせください。
　※ハガキの送付については２月末～３月上旬になる予定です。
　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
　◆ 病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談くだ

さい。
　※ その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、いつでも相談くだ

さい。

差押などの滞納処分を強化しています
　町では、納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、文書などで納付のお願いをしていますが、それ
でも納付していただけない場合は、納期限内に納めていただいている方との公平性を保つため、法律に基
づいた財産調査および財産の差押などの滞納処分を行っています。
　また給食費、住宅使用料などの私債権については、簡易裁判所へ支払督促申立てを行っています。
納付にお困りの方は必ずご相談ください
　病気や怪我、事業の休廃止などの事情により、納期限までに納付できずにお困りの方は、必ず納付相談
を行ってください。役場の業務時間内に来庁できない方は、電話申込により業務時間外（平日　午後５時
15 分～午後７時）に納付相談を行っています。　
平成 28 年　延滞金の率について
　平成 28 年１月１日以降の期間に対応する町税における延滞金の割合は次のとおりです。
　延滞金　⇒　年９．１%　（納期限後１カ月以内　⇒　年２．８%）

町税の滞納処分を強化しています
～税負担の公平性を確保するために～

■問い合わせ■　税務課徴収係　電話 2－1122

【東海汽船】　電話 2－1211「橘丸」
　三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島
< 東京竹芝発 22：30> < 八丈島発　9：40>

【東京愛らんどシャトル】空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）
　　　　　　　　http://tohoair-tal.jp/
　…詳しくは・東邦航空予約センター　電話 2－5222 
　　　　　　・問い合わせ　　　　　　電話 2－5200

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種
1891 7:35 8:30 B738 1892 9:05 10:00 B738
1893 12:10 13:05 A320 1894 14:20 15:15 A320
1895 15:45 16:40 A320 1896 17:15 18:15 A320

【ANA】電話　0570－029－222 機体情報　最大乗員数 A320　166 人　B738　167 人

区　間 期　間 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 2/1 ～ 2/29 22,390 15,190
※運航事業者の都合により、急な時刻変更などありま

すので、ご注意ください。

○ 2月の航路ダイヤ
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国民年金／東京法務局　特設登記所開設

国民年金 ■住民課医療年金係　電話2－1123
■港年金事務所　　　電話03－5401－3211
■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

【国民年金の保険料は、便利・安心・確実な口座振替で！】
　国民年金保険料の納め忘れはありませんか？「忙しくて・・・」、「つい、うっかり・・・」といった
理由でも保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎年金額が変更されたり、受けられなくなった
りします。また、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　そこで、国民年金保険料の納付には、便利で安心、確実な口座振替をおすすめします。
　口座振替は、全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫で利用できます。申し
込みの際は、区市町村窓口や金融機関に備え付けの申出書に必要な事項を記入して、口座振替を希望され
る金融機関などの窓口に提出してください。
【国民年金保険料をクレジットカードでお支払いできます】
　ご希望の場合は「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」を年金事務所に提出してくだ
さい。お支払いできる保険料は「定額保険料」および「付加保険料込みの定額保険料」です。過去の未払
い分および保険料の一部を免除されている場合はご利用できません。また、クレジットカードでの毎月払
い（毎月の保険料を当月末に立替）には割引はありません。1年前納および半年前納の割引額は、現金で
納付する場合と同様です。
　なお、カード会社へのお支払い回数は１回払いのみとなりますのでご注意ください。
　４月から翌年３月までの１年前納、および４月から９月までの６カ月前納を希望される場合は、２月末
までにお申込ください。
■各種問い合わせ■
※祝日（第２土曜日を除く）
●一般的な年金相談に関する問い合わせ
0570-05-1165（ナビダイヤル）PHS、IP電話、海外からは03-6700-1165（一般電話）
受付時間 月　曜　日：午前８時30分～午後７時
 火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
 第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。
●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ
0570-058-555（ナビダイヤル）PHS、IP電話、海外からは03-6700-1144（一般電話）
受付時間 月～金曜日：午前９時～午後７時　　第２土曜日：午前９時～午後５時
●国民年金保険料後納制度（保険料の納付の延長）に関する問い合わせ
0570-011-050（ナビダイヤル）PHS、IP電話、海外からは03-6731-2015（一般電話）
受付時間 月　曜　日：午前８時30分～午後７時
 火～金曜日：午前８時30分～午後５時１５分
 第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。

東京法務局　特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請に関する相談、
相続や抵当権に関する相談、その他の登記相談、各種申請書および証明請求書の受け付けを実施します。
◎特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
◎届出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認することをおすすめします。
日　　時： ２月８日 ( 月 ) 午後２時 30 分～５時
 ２月９日 ( 火 ) 午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　　
 ２月 10 日 ( 水 ) 午前９時～正午
場　　所： 八丈町役場１階　相談室１・２
■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　電話 03-5213-1330( 不動産 )
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　電話 03-5213-1337( 商業・法人 )

※登記相談の受け付けは、
終了時間の 30 分前までです。
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子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健　ほか

子どもの定期予防接種のお知らせ　　　　会場：町立八丈病院小児科

●四種混合集団接種※　日時：２月　９日（火）　午後３時～３時 30 分
●ＢＣＧ集団接種　　　日時：２月 17 日（水）　午後３時～３時 30 分
●日本脳炎集団接種　　日時：２月 18 日（木）　午後３時～４時
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種　日時：２月 25 日（木）　午後３時～３時 30 分
●予約制個別接種※　　日時：２月　９日（火）　午後３時 30 分～４時
　　　　　　　　　　　　　　２月 25 日（木）　午後３時 30 分～４時

※２月第２週の四種混合集団接種と予約制個別接種の日程を、都合により２月９日（火）に変更します。

※今年度より受付時間が変更になっています。
　予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方な
どのために設けており、事前予約が必要です。ご希望の方は実施日の１週間前までにご連絡ください。

■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2―5570

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話２－ 5570

※健診の対象者には個別通知します　

今月の健康診査　　　　　　　　会場：保健福祉センター
３～４か月児・産婦健康診査 　　 ２月16日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
○対象　平成27年９月16日～平成27年11月16日生まれの乳児とその産婦
１歳６か月児健康診査  ２月23日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
○対象　平成26月６月９日～平成26年８月23日生まれの幼児
２歳児歯科健康診査    ２月３日（水）　受付：午前9時15分～10時
○対象　平成25年11月12日～平成26年２月３日生まれの幼児
こども心理相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター
２月23日（火）  午前９時～午後４時　　○対象　１歳６か月以上の未就学児
言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありました
ら、専門の心理相談員が相談に応じます。
すくすく相談（要電話予約）　　会場：保健福祉センター
２月19日（金）　 午前９時30分～11時30分
　日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士・助産師が応じ
ます。母子健康手帳を持参してください。

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日　平　日　午前８時 45 分～午後５時　第２土曜日　午前 9 時～正午
　　　　第２土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前 10 時 30 分～ 11 時
　親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！
　２月    3 日（水）節分（鬼退治）
  10 日（水）人形劇
　　  17 日（水）作って遊ぼう
  24 日（水）お雛様作り
※育児・保健相談は随時受け付けています

就学前のお子さんの身体測定　催し物がある日以外で可能なときに測定します。　
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2―4300

第2土曜日（13日）も0歳～未就
学児を対象に交流ひろばを開放
しています♪
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水道だより／し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ　ほか

第50回末吉郷友会総会並びに懇親会開催のご案内
　毎年恒例の末吉郷友会総会並びに懇親会を下記の通り開催いたします。
　八丈島からも多くの皆様にご出席いただけたら有り難く存じます。
　出席をご希望の方は郷友会各地域担当者（末吉地域：沖山綾夫、坂上地域：佐藤好友、坂下地域：沖山重彦）
または、会長の沖山正俊までお申し付けください。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
　日　時・・・・平成 28 年３月６日（日）午前 11 時受付開始・正午開会
　会　場・・・・JR 浜松町駅徒歩 10 分『東京グランドホテル』
　　　　　　　　東京都港区芝 2-5-2　電話 03―3454―0321

■問い合わせ■　末吉郷友会会長　沖山　正俊　電話 03―3310―0026　携帯 090-8779-4007

水道だより水道だより
■水道メーターの定期交換
　町が各家庭、企業などに設置し、管理している「水道メーター」は、計量法により有効期限が 8 年と定
められ交換が義務付けられています。
　このため、有効期限が過ぎる前に水道メーターの交換を行っています。平成 28 年 2 月頃までを目処に、
町が委託した沖山産機㈱が戸別訪問し、交換作業を行います。
交換対象：平成 28 年 3 月までに有効期限を迎えるメーター　　交換費用：無料
■交換時のお願い
・交換のために敷地内に入ります。
・交換の際、15 分ほど断水となります。（事前に声をかけます。）
・ご不在でも屋外に水道メーターがある場合、交換することがあります。
　( その際は作業終了のメモを入れます。）
・ 交換後は空気や濁りが入る場合もありますので、浄水器やボイラーなどを経由していない蛇口で水を少

し流してからお使いください。
・障害物や車両など、交換作業に支障のないようにお願いします。
■管路工事について
　皆さんへきれいな水をお届けするため、古くなった水道管の更新や新たに水道管を入れるなど、水道管
の敷設工事を行っています。工事期間中は皆さんにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ
　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は第２・４土曜日、日曜日、祝日となります。収集運搬が必要
な方は余裕をもって休業日前に申し込みください。
■２月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。
　　７日（日）　11 日（木・祝）　13 日（第２土）　14 日（日）
　 21 日（日）　27 日（第４土）　28 日（日） 
収集運搬業務の受付時間　　　　午前 8 時～午後 4 時
収集運搬業者　　㈱八丈島衛生総合企画　　電話 2 － 0855
浄化槽使用料の口座振替をご利用ください
　町管理の浄化槽使用料の口座振替を始めました。取扱金融機関は下記のとおりです。
　・七島信用組合　　・みずほ銀行　　・ゆうちょ銀行
　申込用紙は住民課浄化槽係、各出張所、または島内の上記取扱金融機関窓口にありますので、必要事項を
記入、押印し、金融機関へ提出してください。
　また、一般廃棄物処理手数料（し尿・浄化槽汚泥）の口座振替をされている方も別途申込が必要ですので
ご注意ください。

■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2―1123

水道料金のお支払いは納付期限内に
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○ごみの正しい出し方について

・ 燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などのごみの混入が見られます。また、びんや
ガラス製容器にキャップやふたが付いたまま出されているものがあるので、できる限り取り除いてくださ
い。

・ 生ごみを狙って、ネコやカラスが集積所のごみを散らかしています。生ごみは新聞紙などで包んで、袋の
外から見えないようにして出してください。生ごみの水切りは効果的なごみの減量方法です。各家庭での
水切りの徹底をお願いします。

・ ごみは、当日の午前 8 時 30 分までに自宅最寄りの集積所へ出してください。正しい分別がされてない
無記名のごみ袋については、分別状況の確認や指導を目的に、町職員が中身のチェックを行う場合があり
ます。

・ 布団・毛布類は、そのままの状態でごみ袋に入れて出した場合は収集できません。50cm 以内に切って
ごみ袋に入れて出すか、有明興業 ( 株 ) 八丈島営業所へ持ち込んでください。

※ごみを出す際には、正しく分別してください。ご協力をお願いします。

○アズマヒキガエル

　環境係では発生地域および生態調査を実施しています。島内でアズマヒキガエルを見かけた時は、環境係
までご連絡ください。
　アズマヒキガエルは、他のカエルと比べて動きが俊敏ではありませんが、刺激を与えると目の後ろの耳腺
という器官から毒を出しますので、十分に注意してください。

○ヤンバルトサカヤスデ対策

　環境係では、ヤスデの生態調査を実施しています。大量発生を見かけた時は、環境係までご連絡ください。

環境だより／郷土料理教室　ほか

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

　

郷土料理教室
テーマ：八丈島の野菜・レモンを中心とした料理　
　八丈島の郷土料理をこれから勉強してみたいと考えている方、一緒に作ってみませんか？
　年度に４回開催しており、今回が第４回目です。
　■日　　時　２月 26 日（金）
　■時　　間　午前 10 時～午後１時
　■場　　所　保健福祉センター
　■持 ち 物　エプロン・三角巾・筆記用具
　　　　　　　※必ず包丁をお持ちください

■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係
　電話　２－５５７０

事前予約制 ※定員（16 名）になり次第締切２月４日（木）から２月19日（金）まで

町　長　上　京　日　記　12 月
22 日～ 25 日
● ANA1892 便にて上京　　　　　　　　　　　　●平成 28 年度離島振興懇談会
●全離島公明党離島振興対策本部会　　　　　　　　●離島振興関係予算対策本部設置
●日本学生科学賞表彰式　　　　　　　　　　　　　● ANA1895 便にて帰島
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教育委員会だより／行政相談

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

■八丈町教育相談室 電話2―0591　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター 電話03―3360―8008
 平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東京いのちの電話 電話03―3264―4343（24時間）

今月の学校行事
■大賀郷中学校　開校記念日　　期日：１日（月）
■学芸会	 期日：	７日（日）
　三根小学校　午前８時30分～午後０時15分　会場：三根小学校体育館
　三原小学校　午前８時30分～正午　　　会場：三原小学校体育館
■大賀郷小・中学校　平成27年度八丈町教育研究指定校研究発表会
	 日時：10日（水）午後１時15分～　／　会場：大賀郷中学校
■P連作品展	 日時： 13日（土）午前10時～午後４時
	 	 14日（日）午前９時～11時30分
	 会場：富士中学校体育館
■父母と教職員の集い（講演会）
	 日時：14日（日）午前10時～11時　／　会場：富士中学校図書室
■各小学校第５学年　雪山体験教室　期日：17日（水）～20日（土）
■三原小学校　平成27年度八丈町教育研究奨励校研究発表会
	 日時： 23日（火）午後１時30分～　／　会場：三原小・中学校
■都立高校一般入試　期日：24日（水）
■学校公開週間	 富士中学校　　期日：15日（月）～20日（土）
	 	 三根小学校　　期日：29日（月）～３月４日（金）
	 	 大賀郷小学校　期日：29日（月）～３月４日（金）

おじゃりやれ！　第８回 八丈方言講座 開催のお知らせ
「八丈方言を知り、聞き、話す 体験教室」

　今回の講座の１部では、八丈方言の特徴や価値などを再確認します。２部では、島ことばの会話や民話
やカラオケなどに参加者が挑戦してみようという企画です。是非、この機会に八丈方言を体験しませんか。
八丈方言の話者と一緒に、遊びながら、学びましょう。島内・島外出身者、老若男女問わず誰でも参加で
きますので、気軽におじゃりやれ！
　■日　時　　３月 21 日（月）　午後２時　～　４時　
　■場　所　　八丈町商工会研修室（八丈町役場１階）
　■対　象　　中学生以上なら、誰でも参加できます。

＜プログラム＞
１部　八丈方言の特徴：基礎編（講義）「島ことばカルタ」からみる方言の特徴など
２部　島ことばに挑戦（会話・民話・カラオケなど）

■申込期限：３月 16 日（水）
■申し込み・問い合わせ：八丈町教育委員会生涯学習係　電話 2―7071

行政相談　　　　　　　　■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2―1120

　国、東京都、町の仕事などについて「要望や苦情をどこで相談したらよいかわからない」、「処理が間違っ
ている」など、行政と住民のパイプ役として行政相談員が相談に応じます。
○日　時　　２月９日（火）午前 10 時～正午　　○場　所　　町役場 1 階相談室 4
○相談員　　近藤　勝重
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●「２月 29 日は何の日？」
　皆さんに質問したら「うるう年の日！」と返ってくると思います。
　この「うるう」とは、暦で 1 年の日数などが普段の年よりも多いこと、１日の
秒数が普段の日よりも多いことを言い、暦と季節のずれを補正するために入れら
れるものです。「うるう日」や「うるう秒」があり、この「うるう」がある年を「うるう年」と言いますが、
よく知られているのは、２月 29 日の「うるう日」がある年ですね。では、なぜ２月なのでしょう？
　紀元前のローマ暦では年始は３月１日。年末は２月で、日数の調節に使われていました。現在日本で
も使われている太陽暦はこのローマ暦を改暦したもの。調節のための「うるう日」を、そのまま２月に
入れているのです。
　さて、八丈島では昭和 47 年２月 29 日に大きな出来事がありました。「何だろう？」と思われた方は
ぜひ図書館までどうぞ。
●今月の新着図書から
　『はだれ雪』葉室 麟 著　　『ちょっとマニアックな図書館コレクション談義』内野　康彦 編著
　『世界のどうぶつ絵本』前田　まゆみ 作　『おふろやさんのまねきねこ』とよた かずひこ さく ･ え
　まだまだたくさんあります！ ぜひ図書館のホームページをご覧ください！
●今月のおはなし会 　13 日（土）午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや
　読み聞かせ：いめみご文庫（中之郷）（都合により変更する場合があります）
　子ども文庫の方が絵本を読んでくれます。工作遊びもあります。みんなでおじゃりやれ♪
●休館日　毎週月曜日・11 日（木・建国記念の日）・26 日（金・館内整理日）
●開館時間　午前９時 30 分～午後５時

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVDなどの返却日をご確認ください！＊

■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話　2―0797

図書館からのお知らせ

第70回　八丈島民大学講座
「過去の克服」に向けて　～ドイツ文学から学ぶもの～

　厳しい冷戦を含む戦後史の中で、粘り強く話し合いをかさねて協調を深め、ヨーロッパ連合（EU）を
実現させたドイツの人々は、どのようにして、ファシズムとナチスの暴挙を許した自らの過去への深い反
省に到達したのか？文学作品を通じて、そのプロセスを学びます。
★講　師　池内　紀　（いけうち　おさむ）氏（ドイツ文学者、エッセイスト）
　1940 年兵庫県姫路市生まれ。1996 年まで東京大学文学部教授。

【著書】 『ぼくのドイツ文学講義』、『森の紳士録』、『ひとり旅は楽し』、『ゲーテさんこんばんは』、『カフカ
の生涯』、『ウィーンの世紀末』、『祭りの季節』ほか多数

【訳書】 ゲーテ『ファウスト』、『カフカ短篇集』、『カフカ小説全集』、ケストナー『飛ぶ教室』、カント『永
遠平和のために』ほか多数

■日　時　２月 22 日（月）・23 日（火）　午後７時 30 分～９時
■会　場　七島信用組合八丈島支店　２階ホール
■参加費　無料
■主　催　八丈島民大学講座実行委員会
■協　賛　七島信用組合八丈島支店　
■後　援　八丈島文化協会・八丈町教育委員会
■問い合わせ■　八丈島民大学講座実行委員会事務局　電話 7―0461

図書館からのお知らせ／八丈島民大学講座
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募金へのご協力ありがとうございました
　町民の皆さんより、温かい善意のご寄付をいただきました。集まった募金は、日本赤十字社へ送金しま
したので報告します。
○赤い羽根共同募金運動
　赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子どもたちなどへの、地域の福祉活動を支援する募金です。
災害時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災地支援にも役立ちます。地域で集め
た募金は、集めた地域で使われています。
　平成 27 年度、八丈町では 895,020 円の募金が集まりました。
○平成 27 年台風第 18 号等大雨災害義援金
　平成 27 年９月９日から 11 日にかけて関東・東北地方を襲った台風第 18 号による大雨災害被災者へ
の義援金です。八丈町では 17,483 円が集まりました。
○平成 27 年台風第 21 号与那国町災害義援金
　平成 27 年９月 28 日、沖縄県八重山地方を襲った台風 21 号により被災された与那国町への義援金で
す。八丈町では 8,603 円が集まりました。
　被災された方々へ、心よりお見舞い申し上げます。
　各募金へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2―5570

都立八丈高校で模擬投票が行われました
　12 月 17 日、都立八丈高校視聴覚ホールにおいて、選挙に関する講義および模擬投票が、八丈高校の全
生徒を対象に行われました。この模擬投票は、今夏の参議院議員選挙から実施される 18 歳からの投票を見
据え、東京都選挙管理委員会と八丈町選挙管理委員会の合同により企画されたものです。当日は、スライド
による説明やクイズに参加し、また実際の選挙で使用している投票箱などを用いて模擬投票を行い、選挙に
ついての理解を深めました。

はちじょうトピックス　ほか
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お知らせ掲示板

平成 28年度
八丈町体育施設および八丈町立学校体育施設の通年使用希望調査
　年間を通しての施設使用を希望する団体から、希望調査票を受け付けます。調査票は、コミュニティ
センターおよび各出張所に備えています。
○対象施設
　樫立屋内外運動場、中之郷屋内外運動場、末吉屋内外運動場、各小中学校屋内外運動場
※原則として１団体が希望および申請できるのは、週に１施設２時間程度とします。
※ ただし、希望調査後の各団体からの申請受け付け後に、空いている曜日や時間帯のある場合は、

追加申請することができます。
※希望団体多数の曜日や時間帯については、抽選などにより調整します。
○申請期限：２月 12 日（金）
○受付場所：コミュニティセンターおよび各出張所　その他詳細については問い合わせください。
■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話 2-0797

NPOあびの実　『子ども招待公演』
「ぷちっとサーカス・PoCo a PoCo」　 チィキィ＊パークゥ

　サーカススキル（アクロバット、ジャグリングなど）を持ったパフォーマーが繰り広げるポップで楽しい
シアターサーカス。言葉は一切使わず、身体表現でストーリーを紡ぎだしていきます。日常のなんでも
ないものを使ったアイディアたっぷりのサーカスパフォーマンスをお楽しみください！
■日　時　２月 20 日（土）　【開場】午後０時 30 分　【開演】午後１時
■会　場　三根小学校体育館
■入　場　高校生以下・・・無料
　　　　　その他の方・・・会員券を事前にお求めください。（詳細は問い合わせください）
■主　催　八丈島あそびと文化の NPO あびの実　
■後　援　八丈島文化協会・八丈町・八丈町教育委員会
■問い合わせ■　八丈島あそびと文化のＮＰＯあびの実事務局　山下　電話 090―5817―3266

住民係からのお知らせ　　　■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2―1123

○住民登録は正しく行われていますか？
　住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民
年金など各種行政サービスの基礎となっています。
　お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住
所を移した方は速やかに住民登録の届出を行ってください。また、現住所で住民登録をされていない方
や登録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要です。
　住民登録は、本人または同じ世帯の方が手続可能です。代理人が手続きする場合は、本人または同
じ世帯の方が署名・捺印した委任状が必要となります。
　実態と一致した正確な登録のため、ご理解とご協力をお願いします。
○個人番号カードを申し込まれた方へ
　個人番号カードは住民係で交付します。
　お渡しできる準備ができ次第、交付通知書を転送不要でお送りします。
　個人番号カードを申し込まれた方は、交付通知書が届くのをお待ちください。
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三根出張所・公民館建設工事
三根出張所臨時出張所開設　のお知らせ
　八丈町では、新しい三根出張所・公民館の建設工事を平成 28 年度より開始します（平成 30 年
４月運用開始予定）。現在の三根出張所・公民館を全て解体し、現在と同じ場所に建設するため、利
用できない期間が生じます。
１　工事期間　　　平成 28 年５月から平成 30 年３月（予定）
２　場　　所　　　東京都八丈島八丈町三根 347 番地（現三根公民館の敷地）
３　現施設の利用可能・停止期間について
＜三根公民館＞ ３月 31 日（木）　まで　利用可能
 ４月１日（金）　から　利用停止
＜三根出張所＞ ３月 18 日（金）　まで　利用可能
 ３月 22 日（火）　から　臨時出張所開設
　（注）三根出張所臨時出張所を「三根小学校　１階会議室」に開設します。
＜臨時出張所をご利用になる方へ＞
●学校正面玄関からの出入りができません。外部ドアから出入りしてください。
●学校のトイレは一般開放しません。

ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ■　三根出張所　　　　電話 2―0349
　　　　　　　　教育課生涯学習係　電話 2―7071

三根小学校周辺図 ↑
護
神

大
賀
郷
↓

三根小前

臨時出張所

現三根出張所
公民館

プール

駐車場三根小学校
校庭

三根小学校校舎体
育
館

トイレは一般開放しません
正面玄関からは
出入りできません

トイレは一般開放しません
正面玄関からは
出入りできません

×

×

←富士グラウンド
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町立八丈病院運営協議会議事要旨
平成 27 年 11 月 16 日　午後６時　会議室
報告事項　１）平成 27 年度収支見込について　２）平成 27 年度患者数調等について
　　　　　３）医師および職員の異動について　４）その他　
委員の意見など
○ 以前は診療の１週間から 10 日前の期間を設けて採血が可能だったが、最近は採血の日程も予約

制になったのですか。
　 島外の検査機関に外注していることもあり検査結果が出るまでの期間を考慮して予約日を定めて

います。しかし、日にち指定された日程より早く検査を行う分には次回の診療に間に合うので、
予約日の変更を希望される場合はご相談ください。

○インフルエンザの予防接種は予約が必要ですか。
　院内に用意しているインフルエンザワクチンは限りがあるので、予約制にしています。
○風疹ワクチンを接種して何年効果が維持しますか。
　 接種後の抗体維持は概ね５年程度です。風疹の場合は生ワクチンのため妊娠中の方は打てません

ので、ご家族も含め、感染しないよう注意してください。
　貴重なご意見ありがとうございました。
町立八丈病院運営協議会名簿　任期：平成 26 年 9 月 1 日～平成 28 年８月 31 日
三根地域　　沖山重彦　　金川津屋子　　　大賀郷地域　　小栗卯雄　　　折田正江
樫立地域　　伊勢崎正恵　伊勢崎とし子　　中之郷地域　　佐々木弥重子　岡野眞理子　
末吉地域　　村山眞理子　松代勝子
医　　師　　岩渕一也　　　　　　　　　　歯科医師　　　菊池一江　　　
　 他　　　  都職員　１名　町職員　３名
　町立八丈病院運営協議会は、病院の円滑な運営を図ることを目的に活動しています。
　 病院の運営、診療、施設についての疑問や要望は、町立八丈病院または地域の委員に問い合わせ

ください。
■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2―1188

　最近、背中が縮んだ、背中や腰が曲ったように感じる、たばこをよく吸う、お酒をよく飲む、偏
食、体を動かすことが少ない、閉経した、ダイエットをしたことがある。このような項目に心あた
りがある方は、骨量が減っているかもしれません。この機会に骨の状況を確認してみませんか。
検診対象者：八丈町に住所のある20歳以上の方
　　　　　　＊80歳以上の方は80歳相当としてみなして測定します。（参考値）
開催日時　：２月６日（土）～２月８日（月）の３日間
　　　　　　午前９時～11時、午後１時～３時まで
開催場所　：保健福祉センター　ホール
検査方法　：超音波骨密度測定法（超音波でかかとの骨の骨密度を測定）
　　　　　　＊検査当日は素足になりやすい服装でお越しください。
そ　の　他：事前予約、検査費用は必要ありません。
■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2―5570

骨粗しょう症検診のお知らせ

土地の寄付を受けました　　　■問い合わせ■　建設課管財係　電話 2―1124

　東京都大田区在住の小田原弘幸様より、樫立 238 番地の土地（地目：宅地）793.82㎡の寄附を
いただきました。町のために役立たせていただきます。ありがとうございました。



INFORMATION●　広報はちじょう

21

お知らせ掲示板つづき

観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2―1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度

4 月 5,865 6,900 1,158  753 7,023 7,653 4,856 5,292   -8.2%

5 月 7,024 7,865 1,972 1,479 8,996 9,344 8,592 8,924   -3.7%

6 月 4,877 5,060 1,224 1,000 6,101 6,060 4,612 4,581    0.7%

7 月 8,108 8,219 1,823 1,886 9,931 10,105 7,712 7,847   -1.7%

8 月 12,749 12,793 4,832 4,695 17,581 17,488 14,881 14,802    0.5%

9 月 7,745 7,240 2,363 1,973 10,108 9,213 8,425 7,679    9.7%

10 月 7,321 6,396 1,361 1,123 8,682 7,519 5,734 4,966   15.5%

11 月 6,548 7,206 1,118 1,153 7,666 8,359 5,317 5,798   -8.3%

１２月 6,473 6,946 851 774 7,324 7,720 4,337 4,571   -5.1%

計 66,710 68,625 16,702 14,836 83,412 83,461 64,466 64,460    0.01%

※海路には、８月 1 日（にっぽん丸）の大型客船寄港分が含まれています。

行事
予定 3 月　　　八丈島産業祭　　　　　　　　　 町役場庁舎　　　　　19 日 ( 土 )・20 日 ( 日 )

　　　　　フリージアまつり 　　　　　　　八形山フリージア畑  20 日 ( 日 ) ～４月３日 ( 日 )

4 月　　　フリージア・インフィオラータ　 町役場庁舎　他　　　　２日 ( 土 )・３日 ( 日 )

『第 50 回八丈島フリージアまつり』　協賛店舗募集！！
　フリージアまつり開催期間中（３月 20 日 ( 日 ) ～４月３日 ( 日 )）に、来店された皆さんへのユニー
クなサービスで、フリージアまつりを一緒に盛り上げましょう！

（サービス例）★あしたば料理一品サービス　★○○製品 10％ OFF　★焼酎一杯無料　など
・応募方法　応募用紙をお渡ししますので八丈島観光協会までお気軽にご連絡ください。
・締　　切　 ２月 19 日（金）　参加いただいた協賛店は、観光協会ホームページや店舗案内リーフ

レットなどで紹介します。
■応募・問い合わせ■　八丈島観光協会　電話 2―1377

産業研究発表会のお知らせ　■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2―1125

　八丈町の産業振興を目的とした産業研究発表会が下記のとおり開催されます。
　皆さんお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
■日時　２月５日（金）　■場所　八丈町商工会研修室（町役場１階）
　【講演】午後４時～６時（午後３時 30 分開場）
　　　１．「復興にかける水産物加工会社の実態」　講師：中小企業診断士　高橋順一　氏
　　　　　震災から 5 年目の三陸食品加工関係者の再出発の状況
　　　２．「中小企業の海外展開に当たって」　講師：中小企業診断士　山北浩史　氏
　　　　　海外進出を目指す中小企業へのアドバイスと各種事例紹介
　【研究発表】午後 6 時 30 分～ 8 時（午後 6 時開場）
　　　・八丈町商工会青年部活動報告
　　　・東京都商工会青年部連合会主張発表について
　　　・東京島しょ振興公社主催先進地共同視察について
　※会場の駐車スペースに限りがありますので、なるべく乗りあわせでご来場ください。
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町立保育園の臨時調理員を募集します
【職　　種】　臨時調理員　【募集人数】　若干名
【応募資格】　調理師資格をお持ちの方　【時　　給】　1,000 円
【勤務日時】　平日（土日、祝日を除く）　午前８時 30 分から午後５時 15 分（休憩１時間）
　　　　　　※業務の状況によっては、上記の時間内で調整をお願いすることがあります。

【業務内容】　保育園においての給食調理業務　など
【応募方法】　 八丈町の指定する履歴書（福祉健康課厚生係で受け取るか、八丈町ホームページからダウン

ロードできます。）に必要事項を記入し、福祉健康課厚生係（１階７番窓口）までお持ちく
ださい。

【注意事項】　 八丈町立保育園で臨時調理員として働くための希望登録制度です。臨時調理員が必要になっ
た時に、登録された方の中から選定します。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2―5570

八丈町放課後子どもプラン

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中 !!
広場の維持のため、お手伝いいただける方を募集しています
子どもが好きな方ならどなたでも大歓迎！あなたも一緒に働きませんか？
※特に三根小学校で勤務いただける方、お待ちしています！！

対 象 者 体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方（高校生についてはご相談ください）
業務内容  八丈町放課後子どもプラン（がじゅまる広場・とびっこクラブ（学童））に参加する小学生児童

への安全管理、指導など
勤務場所 各小学校
勤務時間 放課後（おおよそ午後２時、場合によって午後０時 30 分）から６時 30 分（日祝除く）
 （シフト制）　　（長期休暇（夏休みなど）や、土曜日は午前 8 時からの勤務もあります）
応募方法  八丈町の指定する履歴書に写真を貼付のうえ必要事項を記入し、福祉健康課厚生係または教育

課生涯学習係まで持参してください。
履 歴 書  福祉健康課厚生係・教育課生涯学習係で受け取るか、八丈町ホームページからダウンロードで

きます。（※「八丈町放課後子どもプラン」で検索、ページ下部のリンクより）
 保育士・幼稚園教諭・教員免許等保持者は優遇しますので履歴書に記入ください。
勤務条件など 八丈町臨時職員の任用に関する規程によります。
 ※採用方法、注意事項、詳しい事業内容などは問い合わせいただくか、八丈町ホームページをご覧ください。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2―7071

荒廃した農地の整備補助のご案内
　認定農業者や認定新規就農者が荒廃した農地を借り受けて、再生利用する取組を支援します（自
己所有地は対象外です）。
事　　業　　名：ストップ遊休農地再生事業　事業利用対象者：認定農業者、認定新規就農者など
対　象　農　地：農業経営基盤強化促進法および農地中間管理事業により借り受けた農地など
実　施　期　間：平成 28 年度　　　　　　　申請締切：２月 26 日（金）

事業を利用するための条件がありますので、詳細については問い合わせください。
■申請・問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2―1125
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自衛官等募集
【募集種目】予備自衛官補（一般・技能）
【対象年齢】
　○予備自衛官補  一般・18 歳以上 34 歳未満の者
　○予備自衛官補  技能・18 歳以上 53 歳～ 55 歳未満の者 ( 資格により対象年齢は異なります )

【受付期間】４月８日 ( 金 ) まで　締切日必着
【試験期日】４月 15 日 ( 金 ) から 19 日 ( 火 ) の１日

【募集種目】幹部候補生
【対象年齢】22 歳以上 26 歳未満の者 ( 院卒者試験　22 歳以上 28 歳未満 )
【受付期間】３月１日 ( 火 ) ～４月８日 ( 金 )　締切日必着
【試験期日】一次試験日　５月 14 日 ( 土 )
※詳細は問い合わせください。
■問い合わせ■　防衛省自衛隊東京地方協力本部大田出張所　電話 03―3733―6559

※ 履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局でお受け取りください。勤
務条件など詳細については、問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話2－1188

～職員募集～
◆助産師　２名　◆薬剤師　１名　◆臨床工学技士　１名
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　職員採用試験
○１次試験　書類選考　　　○２次試験（１次試験通過者のみ）口述試験（面接）

～薬剤師（パート）募集～
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　面接など
○内　　容　薬剤師　　　　○提出書類　履歴書など　○勤務時間　応相談

～看護助手（パート）募集～
○対 象 者　健康状態が良好で看護に興味のある方　　○選考方法　面接など
○内　　容　看護助手　　　○提出書類　履歴書　　　○勤務時間　応相談

町立八丈病院からの募集案内！

・耳鼻咽喉科　２月8日（月）～10日（水）　　・糖尿病教室　２月12日（金）　
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっています。
診療科によって予約方法が異なりますので、平日の午前８時30分から正午までに、院内予約係窓口また
は、電話（2-1188）にてご連絡ください。
○その他の専門外来診療
・精神神経科　・整形外科　　・内分泌内科　・皮膚科　・糖尿病内科
・腎臓内科　　・消化器内科　・神経内科  　 ・眼科　   ・循環器内科　・泌尿器科

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話2―1188

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療



2月20162月2015
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

２歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

7 8 9 10 11 12 13
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
ラグハンド大会
若草保育園

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

し尿収集運搬休業日
図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

14 15 16 17 18 19 20
し尿収集運搬休業日 高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

３－４か月児・
産婦健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

21 22 23 24 25 26 27
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
１歳６か月児健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

郷土料理教室
10：00 ～ 13：00

図書館休館日

し尿収集運搬休業日

28 29
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

2月のゴミ分別回収

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

※祝日の場合は営業します

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 2月８日（月）～10日（水）  9：00～
糖尿病教室 2月12日（金） 8：30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

金属 燃・害 資源
古着 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

金属 燃・害 資源 びん 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害
びん 金属 燃・害 資源 燃・害

びん 金属

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

28 29 28 29 28 29

金属 燃・害 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前 8 時 30 分からの受付となります。
※その他の専門外来診療は予約制です。診療科により予約方法が異なりますので、平日の午前 8 時 30 分から正午までの間に、院内予約係窓口または電話

（2-1188）にてご連絡ください。

休　　業　　日
ふれあいの湯 １日　 ８日　15日　22日　29日� 毎週月曜日

みはらしの湯 ２日　　９日　16日　23日� 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ ３日　10日　17日　24日� 毎週水曜日

やすらぎの湯 ４日　18日　25日� 毎週木曜日

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を停止します。

2/6 ～ 2/8 骨粗しょう症検診
9：00 ～ 11：00、13：00 ～ 15：00

事前予約、検査費用不要

骨粗しょう症
検診
9：00 ～ 11：00、

　　　　　13：00 ～ 15：00
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